
『告白』冒頭の構造とInuocare

荒 井 洋 一

アウグスティヌスの 『独白』冒 頭 に つい て は， 1992 年に刊行された

Heinrich Stirnimann の研究1)の 他に， 何と言っても我 が国での， 19 85 年以

来現在にいたるまで継続されつつある山田晶の徹底的に厳密な研究2)がある

が， w告白』目頭については， 最近の O'Do nnellの研究引を初めとする欧米で

の研究や， 最近の 加藤信朗の研究4)を初めとする我が国での研究の蓄積があ

る. 中でも， 加藤武は「呼びかけJ inuo careの問題に焦点を合わせた人称存

在論的な研究の端緒を聞いた. 私の以下の研究は， 加藤武の最近の研究成果

fINV OCARE-一『告白』序章1， i， 1. における一一J W中世思想研究』第36

号， 1994年. から大きな刺激と教示を受けてなされる， 小さな試みである.

I 荻野区分にもとづいて

『告白』冒頭の区分に関 して， 私も荻野弘之による， 人称や叙述の技法に

着目した， きわめて明快な区分5)に従う. これは今後の『告白』官頭の分析

の際の有力な基礎の一つになるのではなかろうか. ただ， 多少， 単純化して

みたい点がある. 荻野区分を単純化して， 主語 (ないし主語的なもの) によ

る区分ととらえてみてはどうであろうか. そ の 場合， 第1連 1，1.は tuが

主語， 1，2 .は tuaないし tuaeが支配的であり， 第2連は ho mo が主語で

あるが， 第3連はというと， 3， 8-3，9 . は tuが主語， 3， 10-3， 11. は co r

nostrumが主語となっており， こ の点， 第3連は複合的である. また， 第4

連の主語をどう取るべきであろ う か. それは文法的に は (命令法現在) tu 

であろう. そう取ると， 荻野区分 4，17.(An potius inuocaris ut sciaris?)が
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なぜ受身になっているのか， とし、ぅ 加藤武の前 か々らの問題提起6)に答えや

すくなるように思われる. (また， 私の以下に述べる区分法とも合致して 来

ることになる.) 第5連の主語は三人称複数形としかわからないが， 第2連

との関連で， 両者の対応を考えるとすると， ho minesと想定することができ

るへそして第6連もまた，第3連と同様に，6，23-24 . は ego が主語，6，25. 

は tuが主語であり， この点複合的である. 6，26-29.はというと， fides mea 

が主語になっていて， 複合的ではないように見えるかもしれないが， こ の

自des meaは確かに私の fidesであるとはいえ， 6，27.の dedistiや 6，2 8. の

inspirastiに照らしてみると， 主主主主与え， 主主主主吹き込んだ fides で

もある. つまり， 6，26-29.は fides meaの複合性 一一室主主主与え， 主主主

が吹き込んだ私の倒的ーーについて説明したものと解釈できる.

このような二つの複合性に 着目し て みると， 1I告白』官頭が大きく二分さ

れているように思われてくる. すなわち『告白』官頭は第1連→第2連→第

3連 (これを「前節」と称することにする.)までと， 第4連→第5連→第6

連 (これを「後節Jと称することにする.)までとに大きく二分されているの

ではなかろうか8) その場合， 前節と後節とはきわめて対称的 ( symmetrical)

である， ということになる. そして， また前節においても， 後節においても，

その構造はきわめて対話的である， ということになる. そればかりでなく，

前節においては第3連が， 後節においては第6連が， These →Antithese→ 

S yntheseのように複合的・総合的な位置づけを持つもののように思われて

来る.

II adの意味

「私たちの心J(co r  no strum) の奥底には 何があるのか. ここでは fecisti

no s ad teの意味について， (また， それと関連して， 後に inquietum の意

味についても) いささか触れてみよう.

adが含まれる 3，9. について， 加藤武は「きわめて圧縮された文」であり，

「く舌足らず〉であるようにさえ見える」と言う9) そして， 加藤信朗説が吟

味される. 私も 加藤信朗説と荻野説から大いに教えられた.
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私としては， adの基本的な意味 は， アウグスティヌスが『告白』の随所

で縦横に駆使する， 場所的空間的な simil itudoとしてとらえられると思う.

ただ， ここでの補義として「あなたは私たちをあなた自身へと向かつて誉め

讃える(laudare)ようにと・呼び求 める(inuocare)よう に と・探し求める

(quaerere)ようにと・語りかける(lo qui)ようにと造ったJとL寸意味をも

私は同時に読み取りたいと思うのである. た と え ば， Co nf. 1， iv， 4.におけ

る記述が思い浮かんで来る. Quid es  ergo deus meus?と問L、かけ， 言葉の

限りをつくして， 何かを言い表そうとしつつも， ついには quid diximus， 

deus meus?と問い返さざるをえない場面である. だが最後はこう結ぼれて

いる. et uae tacentibus de te， (quoniam l o quaces muti su此)10) 

ここで『告白』冒頭の adに焦点をあ わ せ つ つ， rr独白』冒頭の祈りのテ

キストと比較してみよう. rr独白』冒頭には『告白』冒頭のfecisti nos ad te 

によく似た表現が見られる: S o !. 1. i， 4. <Deus)， qui fecisti ho minem ad 

imaginem et simil itudinem tuam， quo d qui se ipse no vit， agnoscit. 

すると『告白』目頭のfecisti nos  ad teは『独自』冒頭の fecisti ho minem 

ad imaginem et simil itudinem tuam の省略だろうか. その場合， ad te=ad 

imaginem et simil itudinem tuam (創1 ，26. rあなたの姿にかたどり， あなた

に似せてJ)ということになる. この推定には行き過ぎの感があるにしても，

adの用法についてのヒγトを与えてくれる面もあるように思われる. それ

は， 一部， 加藤信朗説にも沿っている面がある11)

そもそも『独自』の CS EL LXXX1X， pp. 9-11 (1， i， 5-6.)のあたりには，

adが頻出する: Dic mihi qua adtendam， ut aspiciam te…… Ad te mihi 

redeundum esse sentio ;..・…quo mo do ad te perveniatur， doce me... ...sed unde 

主主 te perveniatur， igno ro . S i  fide te inveniunt qui 唖 te refugiunt， 自dem da， 

…Ad te ambio ， et quibus rebus ad te ambiatur， a te rursum peto . Tantum 

。ro excellentissimam clementiam tuam， ut me penitus ad te co nvertas nihilque 

mihi repugnare facias tendenti 空豆te iubeasque me， ... 

集中的に adが用いられる上の下線部から何か教えられることはないであ
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ろうか. 私は adの持つ方向性の強さに圧倒される印象を受ける. 私には，

後に『告白』官頭で fecisti nos ad teに一気に結晶化するに到る， adの多

様な， 広大な， 豊かな裾野がここに広がっているように見える. (W告白』の

随所で駆使される場所的空間的な表現の萌芽もまた. ) 

また視点を変えて， 別の角度から眺めてみよう. ad teについて思いめぐ

らしていると， 印象深い第四巻での表現: ad do lo resもまたおのずから思い

浮かんでくる. これは， 言うまでもなく， アウグスティヌスが二十歳のころ，

生まれ故郷のタガステで再会した幼馴染の親友が， 一年ほどの後に， 熱病に

目されて， 急死した際のみずからの痛切な悲しみの経験を振り返った文章で

ある.

「万寧の神よ， 私たちを転回させたまえ(co nuerte no s). あなたの顔を示

したまえ. そうすると私たちは救われるでしょう. (詩79，4; 8.)一一まこと

に人聞の魂は， あなたへと転回しなL、かぎり， どちらに転回しても， 他のど

こにおいても， 蓋童三と固定される(旦立旦坐笠es figitur)ばかりです. たとえ

美しいものにおいてにせよ， それがあなたの外のもの， 自分の外のものであ

るかぎりは. ……かならずしもすべてのものが年老いるとはかぎりませんが，

すべてのものは滅びます. それゆえ， 生じて， 存在しようとするときには，

存在するために， より一層速く成長すればするほど， より一層速し存在し

なくなるために， 急ぐのです. これがそれらのものの在り方です. ただそれ

だけの在り方をあなたはそれらのものに与えられました. ……けれども魂は

身体の感覚を通じて， 愛という躍によって， それらに固定されてはならない.

それらは行きつつあった方へと行きます. すなわち存在しなくなるようにと.

そして， 有害な欲望の数々(desideria pestilentiosa) によって魂を引き裂き

ます. というのは， 魂は愛する(amare)ものの内に在る(esse)ことを望み

(uult) ， その内に安らぐこと(requiescere)を愛します(amare)が， しかし，

その内に安らぎの場所(ubi)はないからです. J (Co nf. IV ， x， 15.) 

なお， O'Do nnellによると12)， ad do lo res figi turは省略された文章であり，

次のように敷街されるという. When the so ul o f  man is fixed (=requiescat) 
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some w he re o the r tha n G o d， i t re po se s in pai n  tha t mu st be su ffe re d， ev en if 

i t  re po se s in thing s tha t a re bea u tiful -一一fo r tho se thing s a re ou tsi de G o d， 

ou tside the soul. 

ここ での a d や品gi tu r;匂a tu r( 自ge re) に注目したい. それは 『告白』冒

頭の fe ci sti no s a d  te の 反対方向を思い起こさせる 響きを持つのではないだ

ろうか. O'D onne ll が i s fixe d (=re quie sca t) と 解釈するのも無理はないと思

う. この箇所の後の方には， 確 かに， ["その 内に安らぐこと( requie sce re) を

愛します」との表現が見られ るのである. そして， こ の re quie sce re は，

O'D onne llの指摘するように， w告白』 目頭(3，11 . )以来の最初の re quie sce re

の再 使用の箇所 でもあるのである. このことの持つ 意味にも十分注意する

必要がある. この 筒所に見られる 他の一連の言葉: fige re ; g lu ten ; a mo r; 

de si de ria など は， あいまって， w告白』官頭の fe ci sti no s a d  te の 反対方向

を思い起こさせる 響きを持つように思う.

m inquietumの意味

それでは， i 叫uie tum の 意味は何か. 加藤武説13)はこ れまでの 研究史を十

分にふまえながらも， 思いきって大 胆で， しかも， 美しし詩的なイメージ

豊かな新解釈である.

加藤武説から派生するこつの問し、かけ川がある， すなわち， co r inquie tum 

の 意味を 「 ざわめき」や 「しお ざいJ と取るなら， それは ex ci ta s (3， 8.) と

の関連を持ち， そこ から導かれて来るとも考えられないか. その 解釈が 可能

なら， co r i nq t巾tum は否定 的・消極的な 意味ばか りではなく， ["神 によって

揺り 動かされるjとの 積極的・肯定 的な 意味をも担うことにならないか.

そのような問L、かけへの 答えの 可能性を以下に検討してみ よう.

inquie tum が持つという激しい 「 ざわめきJ ["捻り 声J ["しお ざL、」の 意味

の中には「 私たちの 心J を la uda re， inuo ca re ，  quae re re ，  loqui へと駆り 立て

る 「胸騒ぎ」の 意味もまた込められているのではないだろうか.

ところで日本語で 「胸騒ぎ」とは何か. それは多くの 国語 辞典には nega -
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tive に説明されている (たとえば 『 広辞苑j] Ií広辞林j] Ií日本 国語大 辞典』な

ど15). ) が， Ií大言海』によると， r驚キ， 又ハ， ワナナキナドニテ， 心臓ノ

動キヲドルコト. 心トキメグコト. ムネハシリ. ココ ロサワギ. ココ ロパシ

リ. Jとある. r胸騒ぎ」は， 実際には， 肯定 的・積極的にも用いられるので

はないか. たとえば， Ií大言海』の下線部を参照すれば， 愛の文脈において

「不思議な胸騒ぎをおぼえた」というようにも用いられるのではなし、かと思

う.

私はこのような 意味での「胸騒ぎ」として inquie tu mを 解釈した上で， それ

を愛の文脈の中 でもとらえてみ たいと思う. Ií独自』官頭の祈りを支える機

軸のーっとしての愛の命題は， Ií告白』冒頭では， 不思議なことに 表面上は見

受けられないかのようであるが，さま ざまな形で姿をかくして， ひそんでい

ることがわか る. 愛は， たとえば， r胸騒ぎ」として 解釈された inquie tum

の中にも 隠れているのではないだろうか. (ちなみに， Ií羅葡日対訳 辞書』で

は， 次のように説明されている. Inquie s=くつろが ざるもの. Inquie tud o=さ

わぎ， もだえ，くつろぎなきことをいう. ) 

ただし， inquie tumの 意味を想定 する前に， Ií告白』における 他の用例を検

討しなければならない. C a tal ogu s  Ve rbor um V I， 1 982によれば， Ií告白』に

おける inquie tu s の用例は 7 例である. すなわち， 1， i， 1 ;  1， xv ii， 27; II， ii， 

2; II， iii， 6; V， ii， 216); VI ， iii， 3 (a nimu s  inquie tu s) ;  XIII， ix， 1 0. このうち

の第 7 例 (XIII， ix， 1 0.) がもっとも重要な用例であり， inquie tu sと a mo rと

の密接な関連をよく示しているので，以下に引用 す る. (それはまた後に示

す inqt巾 tud o の第三の用例とも密接に関係している. ) 

「 私たちの安らぎこそ 私たちの場所 です(Re quie s no st ra l o cu s  no ste r.). 

そこへひきあげてゆくのは， 愛です. ……物体は自分の重さによって， 自分

の場所におも むこ うとします. 重さはかならずしも常に下に むかうとはかぎ

りません. いつも自分のあるべき場所に むかうのです. 火は上に むか い， 石

は下に むか う. それぞれの重さによって 動かされ，それぞれの場所をもとめ

ます. 水の下にそそがれた油は 水の上に浮かびあがり， 油の上にそそがれた
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水は油の下に沈 む. それぞれの重さによって 動かされ， それぞれの場所をも

とめるのです. 定 められた場所になし、 か ぎ り， 不安 で す (M inu s or dina ta 

inqu i eta sunt ). C ざわめきます. J C捻り声をたてます. J Cしお ざい が生じま

す. J C海鳴り が聞こ えます. J Cど よめきます. J C胸騒ぎ がします. J C身悶え

るのです.J 定 められた場所におかれると， 安らぎます. 私の重さは 私の愛

です17) 私はどこへ運ばれようとも， 愛によって運ばれて行き ます. ……」

(山田訳を基に一部変更. C J 内は加藤武説を適 用・敷桁し た 場合の変化を

示す. ) 

inqu i etud oの用例は 3 例である. すなわち， 1， x ix ，  30 ; VIII ， vi ， 13; XIII ， 

viii ， 9. ここ で も， 最後の用例がもっとも重要で あ り， i叫u i etu s の第七の

用例と同様， 愛( affectu s ; am or )との深い関連がうか が わ れ る. また， u t  

sur sum ∞r ha b eamu s ad t eとの表現も見逃せない. それは 『告白』冒頭の

fecist i n os a d  t e  (3， 9. )や c or inqu i etum (3， 10. )を思い起こ させる.

以下に， 第 3 例を， 先 立つ XIII， vii， 8. も含めて， 引用する.

「しかし 私は， だれに むかつて 語ったらよいて守しょう. ど のように 語った

らよいでしょう . 切り 立った淵の中に落ちこ ん でゆ く情欲の重さ( p ondu s

cu pidita t is )と， そこ か らひ き あ げ て く だ さ る 聖霊に よ る 愛のはたらき

( sub l eu at i o  c ar i tat is )について. ……もちろんこの場合， 空間的な 意味で沈

んだり浮かびあ がったりするわけではありません. こ れ以 上よく似たたとえ

もないとともに， これ以 上似ないたとえもありません. ここ で問題とされて

いるのは， 心情( affectu s )のこと， 愛( am or es )のことです. 私たちの汚れ

た愛は， 世俗的関 心への愛着(a m or )によって下 方に流れ落ちてゆきます が，

あなたの聖なる愛は世俗的関心を離脱した 確 実な愛(a m or )によって， 私た

ちを上 方にひきあげます. それは， あなたをめ杢L"，C.，主直くあげるためです.

(ut sur sum c or ha b eamu s a d  t e，)そのようにして， …… 私たちはすべてにま

さる安息に到着することができる でしょう. ( et u e印m凶am u凶s a吋d s釦礼川Ip戸er閃E印I町凶I

r equ i em )  (はXI口III， v吋ii， 8. )ト.…….日…….日…….口….口.天 使は流れ落ちました. 人聞の魂も流れ落ちま

した. ……じっさい， 堕落した霊は， あなたの光の衣をはぎとられ， 自分の
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閣をあらわしています が， 彼らの不安でみ じめなす がたにお い てすらも(e t

in ips a mise ra inqu ie tud ine )， あなたは理性的被造物をし、かに偉大なものに

お造りになったかということを， 十分に示しておられます. 理性的被造物に

とってはあなたより劣るし、かなるものも， 至福の安息( requ ie s be at a)とす

るには絶 対に不十分です. (XIII ， viii， 9. ) J ( 山田訳)

以 上の調査を終えて， 結論として， 何 が 言えよう か. w告白』を点検した

かぎりにおいての暫定 的な推論としては， こ う なる.

もっとも重要な用例 XIII ， vii， 8 - viii， 9 - ix， 10. を連続的にとらえると，

vii， 8の前半では p ondu s cu pidit at is と sub leu at i o c arit at is との対比が 語ら

れているのに 対して， ix . 1 0 では双 方向的な(上と下 への) p ondu s が 語ら

れていることに気づく. すなわち， vii， 8の前半では， ix ， 1 0 でのく双 方向

的な po吋u s > とは異なり，く下 への p ondu s >，く通常の 意味での pondu s > で

ある. そして cu pidit asとαrit asとの使い分け( <異種の愛〉と呼べよう. ) 

もある. cu pidit asによって， 私たちは下 へと沈み (me rge re )， c arit asによっ

て， 私たちは上へと浮かぶ(e me rge re )， とされる.

ついでト， vii， 8の後半では， 場所的空間的 表現に 対する 反省・注意 が加え

られた後 で， cu pidit asと c arit asとL、う 異種の愛は affe ctu s ; am ore sとし、う

く同種の愛〉の場面へと切り替えられる. 1 cu raへの愛によって下 へと流れ

落ちる(de fiue re ) 私たちの霊の汚れJ とlcu ra を離脱した愛によって上へ

と引き上げる( att ol le re )あなたの霊の聖性j との対比それ自体は変わらな

い が， 下 へも上へも同じ言葉:く愛 >( am or)によって 導かれるとされる.

こ う して見てくると， vii， 8.の前半 はまったく二元論的な構図である が，

vii， 8. の後半は一元論的な構図へと 切り替えられつつあるよ う に思われて

くる.

それとも， むしろ， vii， 8.の前半ではく異種の愛 >( cu pid it as ; c arit as )が 対

立的に用いられている が， vii， 8. の後半 ではく同種の愛 >( am or) が双 方向

的に用いられている ， と言ったほう が適当だろう か. す な わち， vii， 8. の

前半では， cu pid it asによってく下 へ >， c arit as によっ てく上へ〉というふ
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うに， <異種の愛 >(cu pid i tas ; ca ri tas) に よって， 対立 する二 つの方向性 が

指し示されるが， vii， 8. の後半では， 対立す るこつの 方向性としてのく下

へ〉もく上へ〉 も同じーっの言葉:く愛>(a mo r) によって 指し示される， と

言ったほう が適当だろう か.

確 かに， viii， 9. では， 下 への方向性にそって， 堕落した霊の「あわれな

ざわめきJ inquie tud o  mis era が 語られてはいる. しかし， 彼らにとっても，

あなたに劣る何ものも 「至福の安らぎJ(re quies bea ta) とするには不十分と

されていることに留 意するならば， 次の展開(Requies nos t ra = lo cus nos te r) 

に照らしてみ ると， 彼らの最終的な lo cus は， conue rs io を待たねばならな

いとはいえ， やはり 「あなたjにほかならないということになる.

そして， ix， 1 0 では pond us が， vii， 8. の前半でのく下 への pond us >と

は異なり， 双 方向的に用いられていることにも注目しなければならない. こ

こにも二 元論的な構図から一元論的な構図への展開の跡を読み 取ることがで

きるのではないか.

このように 解釈してくるとき， ix， 10. における inquie ta もまた双 方向的

であると推論することのできる 相 当の根拠 があると言うことができるように

思われる. いや， むしろ， i X，1 0. の文脈の最終的な 方向性に照らしてみ ると

き， ここ での inquie ta は， 実は， 上への inquie ta であるとも取れる18)

私の結論としては， a te でも， ad te でも， inquie tus は在りうるように

思われる. 言い換えると， conue rs io の前でも， 後 でも， inquie tus は 可能の

ように思われるが， いかがであろうか.

W 後節におけ�順序の系列

後節の展開を見るとき， 荻野区分第四連では s ci re が二 度(4，12 ; 4， 14 . ) 

使われていることに気っく. すなわち， s c ire ut rum と s ci re te とである.

s ci re はなぜ二 度用いられたのか.

4 ，13.では， inuo ca re が初めて顕在化されて， 用いられている. けれど も，

impli ci tには1，1 .以 来響き続けているといっても過言ではない. 1， 1 : Magnus 
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es， d omi n e， et l au d a bili s u al d e: すなわち， Ií告白』冒頭は 「呼びかける」こ

とによって始められているのである.

では， 4，13.に現れる もう一つの選択肢l au d ar eとの関係で， Ií告白』冒頭

を見つめ直すと， ど うであろう.1， 1: Magnu s es， d om in e， et l au d a biI is u al d e: 

すなわち， Ií告白』 冒頭にはあなたを讃える 言葉もまた同時に用いられてい

る . すると， Ií告白』 官頭はあなたを 「讃える」ことによって始められてい

る，とも言える.

こ れを要するに， Ií告白』冒頭では，く出発点における inu oc ar eと lau d ar e

との同時性〉とを 確認する こと ができる . それは， あるいは，く現象におけ

る i nt川百r eと l au d ar eとの同時性〉と称する こともできる かもしれない.

4，13.でのp r iu s の問L、は， こ のようにして，く出発点における inu oc ar e

と lau d ar eとの同時性〉 く現象における inu oc ar eと lau d ar eとの同時性〉と

を振り返り， 再 確認し， 見つめ直して，く根拠 における inu oc ar eと lau d ar e

との順序〉 を摸索したものではなかろうか.

では， 4，14.でのp r iu s の問いはど こ から来るのか. 私にはこ う思われる.

4，13 . での p r iu s の聞い が遠く離れた 1，1. を振り返っているのに 対して，

4，14. でのp r iu s の聞いはというと， 直前の 4，12-13.を振り返っているので

はないか，と. すなわち， 4，12-13.はこ う言われている . D a  m ihi ， d om in e， 

sc ir e et int elI eger e ，  ut rum sit p r iu s  inu oc ar e  t e  an l au d ar e  t e… 

ただし， sc ir e ut rumと sc ir et eとの聞には， sc ir e に 意味のズレ があると

も言えよう. そして， まさしく， こ のズレを利用して， アウグスティヌスは

底 知 れぬ聞いの深まりを達成している ように見えるのである.

4 ，  12-14 : D a  m i hi ，  d om in e  (i)， sc ir e (ii) et int elI eger e ，  ut rum sit p r iu s  

inu oc ar e t e  an lau d ar e  t e  (iii) et sc ir e t e  p r iu s  sit an inu oc ar e t e  (i v). 

第二のp r iu s の問L、かけ( 下線部 i v:4 ，14 .) は， 後の展開に照らすと， 両

様に 答えられていくことになる . すなわち， 4，15 -16. では， sc ir e→ inu oc ar e  

の線 が描かれてはいる が， 4，17. では， inu oc ar e→ sc ir e の線もほのめかされ

ている19) sc ir eと inu oc ar e のど ちら が 先 かという， こ のような順序の両様
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性は， 4，12-14.の構文 の中にも 巧み に 暗 示されているように見える. すなわ

ち， 一方で， 第二の pri us の問いかけ( 下線部i v) の全体が scir e utr um 

( 下線部ii ) の中に入っているので， scir e の方が先 のように見える. がし

かし， 他方で， scir e utr um ( 下線部ii ) は Da mi hi ， domi ne ( 下線部i ) の

後に 置かれているので， i nuocar e の方が先 のようにも見える ， というふうに.

第四連では， このようにして， i nuocar e と la u da r e， scir e と i nuocar e との

く根拠における順序〉 が摸索されていくが， あたかも 二重 底 のように， また

は 合わせ鏡 のように「ど ちらが先 とも言いがたし、J 面が 暗 に示されているの

ではないか. このままで-は， まる で 底 なし 沼 のように不 確 実な， つか み どこ

ろのない地平 に留まりそうに見える.

けれど も， 第五連では， 一転して， き わめてはっき りとした順序(:c r e der e 

i n→i nuocar e) が 定立されている. 第五連は「信の地平 」である. 一見， 手詰

まりに見えた第四連が 打開されたのはなぜか. それは 神 の uoca ti o の先 行性

が 確立されていた20)からではないか. すなわち， 第四連から第五連への展開

のは ざまに 神 の uox は響いているのではないか. そしてまた， i nuocar e  

と c r e der e i n とが呼応している ようにも見える. 両者 のi n は少し離れた

i nuenir e とも呼応しているのではないか. そのことは c r e der e i n の 意味規

定 21)( i n eum ir e: Wヨハネ福音書講 解�xxix， 6.) とも平灰が 合う. ( この見

地からすると， 5，18.における c r e der e i n の相 関者 は pra e dica tor ではなく，

神 であるということになる. ) 

『ヨハネ福音書講 解』でのc r e der e i n の明瞭な 意味規定 に 鑑み つつ考察し

てみ るとき ， 愛はここにも 隠れているということができょう.

さきに触れたく胸騒ぎ〉 としての c or i nq ui e tum と， この c r e der e i n の

二 箇所に愛は隠れているのではないか.

i nuocar e は信の系列 【I】 に 属し， la uda r e は知 の系列 【E】 に 属する.

両者 を含めて， 以下のよう な先 後関係があると思われる.

【I】:(uocar e①→ ) pra e dicar e②→c r e der e i n③→i nuocar e④ 

【E】:q ua er er e⑤→i nueni r e⑥→ la uda r e⑦ 



46 中世思想研究37号

【I】→【E】

上の先 後関係のう ちの一部は加藤武も 荻野もQ'D on n eU221も 指摘している.

私は基本的には上のようになると思う. なぜなら，【I】と【E】のそれぞれの

系列 内部での以下 の順序が 確認されているからである.

【I:信 の系列の中 での先 後関係】 18:③→④. 19:②→③. 

【ll:知 の系列の中 での先 後関係】 20:⑤→→⑦(⑥ の順序を一つ跳び越し

ているので， 21 はen i mと受けて，跳び越した地点を埋めようとするも

のと思われる. ). 21:⑤→⑥. 22:⑥→⑦. 

ただし， 【I]→【E】 (④→⑤ ) については，いまだ 確認されていないので

あり， 問題はこ こ にある.

こ の問題を 解くために，あらためて後節を眺めてみ ると， 5，18. 以下 はき

わめて数的に整然とした順序の系列において構成されているように見えて来

る ので，以下に示して み る.

〔第 5連J 18:③→④. 19:②→③. 20:⑤→→⑦. 21:⑤→⑥. 22:⑥ 

→⑦ 

〔第 6連J 23:④一⑤. 24:③一④. 25:②→. 26:③→④. 27:→③. 

28 :→③. 29:②→ 

上の系列のうち， )1頂序があいまいなのは 23:④ー⑤; 24:③ー④である.

アウグスティヌスがこ こ で言おう としたこ とは何だろう か，

以下に， こ の 箇所の代 表的な日本語訳を示す.

「主よ， 私はあなたを呼び求めつつ， あなたを尋ね求め，あなたを畳1:00，

あなたを呼び求めよう .J (岡野昌雄訳231) 

「主よ， 私はあなたを呼びもとめながらたずね， 信じながら呼びもとめた

い.J (山田品訳)

「主よ， わたしはあなたを呼び求めながら，あなたを探し続けましょう.

わたしはあなたを信じながら，あなたに呼びかけましょう .J ( 宮谷宜史訳)

加藤信朗もまた第四段落( 5，20- 6，29. ) を「探究と発見の循環と相互補完」

としてとらえる241そして， 23- 24 を 次のように訳す.
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「主よ， あなたに呼び求めながら， あなたを尋ね求めたい， あなたに信じ

ながら， あなたに呼び求めたい. J (p. 18) 

このように四 人の学者 の見 解が基本的に 一致している 地点に， 私はあえて

異を唱えてみ たい.

上の下線部はなぜこう 訳されるのであろう. すなわち， 21 と 22 では， そ

れぞれの現在分詞(Quaer entes ; i nuenientes )は順序の系列において明瞭に位

置づけら れな がら， な ぜ 23と 24 で は， それぞ れの現在分詞(i nuo ca ns ;

cr ed ens ) は同時局面において位置づけられよう とす るのであろ う か. おそ

らくは， 一種のズラシの手法と 解釈してのことであろう. しか し， はたして，

ここにズラシはあるのか. もっと 素直な別の 解釈の 可能性があると思う.

21 と 22 が明らかに同時局面でないとするなら， 23と 24 もまた 実は同時

局面ではないのではないか. すなわち， 21 や22と同じように， 23と 24 も

また明瞭に順序の系列においてとらえられるべき ではないであろう か. すな

わち 次のようにとらえるべき ではないであろう か. 23;④→⑤. 24 ;③→④ 

上の二系列のう ち， 24 ; (主→④については， あらかじめ18 ;③→④で 確 認

されている し， 直後の 26 ; ③→④ でも 確認されているので， 問題は少ない

と思う . 上の二 系列のう ち， 残る 問題は 23;④→⑤ である.

5，16.については， 単なる論理的な 可能性に触れたものと言う よりも アウ

グスティヌスのマニ教体験を振り返ったものであろうと推測されている25)

そして， また， 5，21. については，Q'Ðonnellによって， こ う 言われている.

すなわち， それはマタ 7，7.(pe ti te e t  d a bi tur vobis ; quaer i te e t  i nvenie tis ; 

仰lsa te e t  a per ie tur vobis .) が背景にあり， w告白』の随所 で 反響が聞かれる.

とりわけ， このう ちの XIII. xxxviii ， 53. は 『告白』 中の最後の言葉である.

quaeri te e t  i nvenie tis Iはアウグスティヌスにとり， 洗礼の以 前から重要な 意

味を持つ言葉であった. それはカッシキアグム での数少ない聖句の引用 語の

一つである. それは anti -Ma ni chea n pole mi c にも見られる. また， それは

Li b. Ar b. 1 1， ii ， 6. では， nisi cr ed id er i tis ， non i n tellege tis . (Is .  7， 9. )と結び

付けられて， 用いられている.
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O'D on ne llによると， 4，12-4，17. で提起された 問L、かけは一連の聖書の引

用ないし参照によって 答えられて行く. すなわち， 5， 18 -5， 19 : ロマ10，14.，

5，20 : 詩 21，27.，5，21:マタ7，7. である. 残る5，22. だけが明瞭な聖書の対

応が見つけにくく， アウグスティヌス自身による 結論であろう ， とされる 26)

とすると， ここ では， 特に5，21. でのマタ7，7.と結び 付きの強い Is. 7， 9. 

も アウグスティヌスの念頭にあったと考えても無理はないのではないだろう

カミ.

「あなたがたは信じなければ理 解しないだろう .J 

この言葉は 『自由 意思論� 1， ii， 4 . でもはっき りと述べられている ように，

アウグスティヌスが， 悪の問題に関して， マニ教からの離脱を成 し遂げる際

の， 信の先行と知的な探求の後続という 「順序J o rd o ないし「歩みJ gr adu s 

を示す， 導きの言葉であった.

すると， このよう な第5連(18 - 22. ) を受けて展開される 第 6連(23-29. ) 

には， 第 4連(12-17. ) で示されたよう な， 紛れの入り込 む余地はないので

はないか. そして， 6，23. はまさにこの「信の系列」と「知の系列」の順序 :

【I]→【II](④→⑤ ) を 確認した 箇所と取れないか ， と私は思う .

そのよう な 解釈をふまえた試訳を以下に示す.

「主よ， 私はあなたを呼び求めた後に， あなたを探し求めましょう . そし

て， 私はあなたへと信 じた後に， あなたを呼び求めましょう .J 

上の試訳が訳しすぎであり， 現在分詞の訳しかたに文 法的にいささか 問題

があるとすれば， 以下のより穏 当な試訳もありう る.

「主よ，もしも 私があなたをすでに呼び求めているなら， 私はさらに進んで

あなたを探し求めましょう . もしも 私があなたへとすでに信じているなら，

私はさらに進んであなたを呼び求めましょう . J 27) 

なお， 23と 24 の二 つの接続法( Qu ae r a m; inu o ce m)の 意味の重 心はu ol o

(qu ae re re; inu o care )に置かれてお り， 3 ;  7 などのuu lt と関係を持つのでは

ないか. (その場合， 8 のe x ci tas とも関係か. ) 

かつて 『告白』冒頭が朗読されたときに， 声にひとき わ大きな力がこめら
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れた箇所の一つは 23: ④ →⑤ではなし、かと思う. なぜなら， こ こ にこ そ

【I】→【E】の確認があると思われるからである. ほんの一瞬そのこ とに触れ

て， また後 は信の系列(I )の中 での先 後関係に帰って行く.

人間の最後の言葉は呼びかけである. 人間の最初の言葉が呼びかけである

のと同じように.

そして， また 『告白』の最初の言葉も明瞭な呼びかけである. だから， もし

も 『告白』全体が統一的な構成を持っているとしたら， w告白』の最後の言葉

もまた呼びかけである はずではないだろうか. r主よ， 神 よ(Do mine d e us， )， 

われらに平 安を与えたまえ. 一一あなたはすでに 私たちに， すべてのものを

くださいました. 一一いまは， 憩いの平 安(p ax qu ie tis) を， 安息日の平 安

(p ax sa bba t i) を， 暮れるこ となき 平 安(p ax si ne uesp er a) を与えたまえ. J 

(XIII ， xxx v， 50. 山田訳) rあなたから請い求めなければならない (A te 

p e ta tur ，) . あなたにおいて探し求めなければならない ( in te quaera tur ，). 

あなたに向かつて戸 を叩かなければならない(ad te p uI se tur: ). そのように

して， まさにそのようにして人は受け取り (a ccip ie tur) ， そのようにして人

は見出し( inuen ie tur)， そのようにして初め て戸 は 人に聞か れる であろ う

(ap er ie tur).J (XIII ， xxx vii i， 53.) 

『告白』の全巻は一一ほとばしる ような祈願にせよ， 魂の奥 底 からの坤吟

にせよ， 高らかな喜びに満ちあふれた賛歌にせよ， 比類のない深まりを見せ

る探求にせよ一一最初の呼びかけと最後の呼びかけとの聞の長い挿入ととら

えられないだろうか. こ れが 私の理 解するかぎりにおいての アウグステイヌ

スの 『告白』冒頭における inuo car e の 意味である.
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11 + I1I: Commentary 1992. 

4) 加藤信朗 の論 文の 中 に， 諸 文献 の 一覧が示されている. r大いなるもの アウグ

スティヌス「告白録 」 冒頭箇所(ー・一・一)逐語解の 試みーJ �宗教と文化� 15， 
1993. 

5) rQUAEREREINVOCANS-アウグスティヌス『 告白録 』冒頭におけ る探究 の構

図一J �東京女子大学紀要』 第40巻 第1号， 1989年. 荻野区分の ポイントは， 単に 段

落分けの みならず， 同じ語が繰り返し波 の 寄せるように流 れて行く叙述の 技法を視覚

的にとらえるとこ ろにもあるが， 私はこ こ ではその 段落分け の みを利用した. 拙論 で，

たとえば3，8.というとき， それは第3連の 8を指す. 以下に荻野区分を示す.

第1連

1 Magnus es， domine， et laudabilis ualde: 

2 magna uirtus tua et sapientiae tuae non est numerus. 

第2連

3 Et laudare te uult homo， aliqua portio creaturae tuae， 

4 et homo circumferens mortalitatem suam， 

5 circumferens testimonium peccati sui 

6 et testimonium， quia superbis resistis: 

7 et tamen laudare te uuJt homo， aliqua portio creaturae tuae. 

第3連

8 Tu excitas， ut laudare te delectet， 

9 quia fecisti nos ad te 

10 et inquietum est cor nostrum， 

11 donec requiescat in te. 

第4連
12 Da mihi， domine， scire et intellegere， 

13 utrum sit prius inuocare te an laudare te 

14 et scire te prius sit an inuocare te. 

15 Sed quis te inuocat nesciens te? 

16 Aliud enim pro alio potest inuocare nesciens. 

17 An poti us in uocaris， ut sciaris? 

第5連

18 Quomodo autem inuocabunt， in quem non crediderunt? 

19 Aut quomodo credunt sine praedicante? 
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20 Et laudabunt dominum qui requirunt eum. 

21 Quaerentes enim inueniunt eum 

22 et inuenientes laudabunt eum. 

第6連

23 Quaeram te， domine， inuocans te 

24 et in uocem te credens in te: 

25 praedicatus enim es nobis. 

26 Inuocat te， domine， fides mea， 

27 quam dedisti mihi， 

28 quam inspirasti mihi per humanitatem filii tui， 

29 per ministerium praedicatoris tui. 

6) i喚びかけの構造J11アウグス ティヌス の 言語 論 �， 創文 社， 1991年， p.64 参照し

7) 第43回中世哲学会での口頭発表の おりに， 加藤武より 「 第2速はなぜhomo に

なっているの か? J との質問 を受けた. iく単独者としての私 〉 という よりは，く私

を含 めた信仰共同体の広がり〉がそこ に予想される」 というような通常なされる説

明が念頭に浮かび， そう 答えかけたが， それではとうてい満足が得られないものと

思い， 答えを中断した. 加藤武は， こ れまで 見過ごされてきた， 何かしら 根本的な

問 題提起 をしようとしているにちがし、ない. 私はもっと時間 をかけて考え直した上

で， íilJの論文にお いて答えて み たい.

8) こ の二分法自体は別に珍しいもの ではない. Guardini もまた前節 と後節 とに大
きく二分しているが， さ ら に後節 を 4，12-5，22 と 6，23-6，29 とに二分している.

(Romano Guardini :Anfang， München 1953.)岡野呂雄もまた， Guardini にしたが

って， 前節 と後節 とに大きく二分 し て い る が， さ ら に前節 を 1，1-1，2.， 2，3-2，6.， 

2，7.， 3，8 - 3， 11.とに四分 し， 後節 を4，12-5，22.と 6，23-6，29.とに二分している.

(1序曲一『 告白』 第1巻 第1章の研究 ーJ11西洋精神の源流と展開� 1975年)

9) IINVOCAREJ 前掲 論文集 p. 22. 

10) 加藤武の最近の論文 IQUAERERE - Conf. 1， iv， 4.・1， v， 6. における一」アウ

グス ティヌス 研究 会， 1994，5. 14. 参照.

11) 111あなたに向けて造られた』 とは『言葉によ って造られた』 と い う こと以外 で

ありうるだろうか. つまり， 11告白録』の神学は言葉の 受肉による救済 をテロスと

する創造の神学，神の像に したがって造られ， 子の形に化せられることによる救済

をテロスとする創造の神学を述べているの ではなかろうか. J i大いなるもの 」 前掲
論文 集p.13.

12) James J. O'Donnell: op. cit. 11， p. 235. 

13) 私は加藤武説からきわめて大きな激動と教示を受けた iinquietum とはなに

か. それは不安であるよりも ざわめきである. 近代的実存主義的な「不安」 や 「 め
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まい」 や「幅吐」であるよりも ， 激しい捻り声であり， ど よも すしおざいである. J

IINVOCAREJ 前掲 論文 集p. 22. 

14) 第二の質問は柴田有よりの も の .
15) 11日本国語大辞典 』 によると， それは二つの 項目に分けられて説明されている.

「①心配事や凶事など の ために心臓 の 鼓動 がにわ かに激しくなること. ②凶事の 予
きょうじ

感としてなんとなく心がおだやかで な い こと.J 以上 の 説明には凶事が共通項とし

て認められる.

16) í心に安らぎ のない不義なも のたちはあなたから離 れ， 逃げ去るがいい.J ( 宮谷

訳)宮谷宣史は「アウグス ティヌス 『 告白録』 の研究(二)一試訳と解釈 一J(11神学研

究』第26号， 1978年， p.59)の 中でこう述べている. íinquietumとは静けさ， 安

らかさ， 穏やかさのない状態， 動 指した不安な在り方をさす. 11告白録』第五巻 二章

二節 によると， 安らぎ のない人々(inquieti)は不義なる人々(iniqui)と同義で，

あなたから(a te)逃げている状態と関連づけられている. すると， ad te に 造ら

れていながら， 神に向かつておらず， 逆に a te， つまり， 神から離 れている状況が

inquietumである.J こ の解釈では， inquietum の 持つ積極的な面よりも ， 否定的・

消極的な面に光があてられている.
17) pondus.language の 分析については， Robert J. O'C冶nnell: St. Augustine's 

Early Theory of Man， A. D. 386-391， Cambridge， Massachusetts， 1968 の他に，

次の論文 を参照しJoseph Torchia:“'Pondus meum amor meus' the Weight. 

Metaphor in St. Augustine's Early Philosophy， " in: Augustinian Studies 21， 

1990. こ の論文 の 中で， Torchia は， pondus の 初出は Cassiciacum dialogues の

中の De Beata Vita iv， 33. に現 れる simulacrum の pondus である， と述べる.

18) 11告白』 以外の テキス トにお いて， inquietus が， 豊かな意味を準備しつつ， あ

こ がれへと動 き出す積極的・肯定的な用例として， 次の 用例があることを加藤武に
教示 された. Et in meditatione m何回ardescet ignis. Coepit esse inquietum 

cor meum. Videbam insensato唱， et tabescebam， non arguebam; et me sic 

tacentem zelus domus tuae comedebat. Respexi enim ad Dominum meum 

dicentem :……(11詩編注解� 38， 5.) 

19) L. F .  Pizzolato の 先後関係図 参照: praedicare. credere. (invocare?) . scire. 

invocare .laudare. すなわ ち， こ の 先後関係図では inuocare が二度出て来る. Le 

Confessioni di Agostino D'Ippona， Palermo， 1984. p. 16. 

20) 11シンプリキアヌス にあてて， さ ま ざ ま な問題について� L. 1， Q. 2， 7. 参照.

そこで引用されているロマ10， 14. こ そ『 告白』冒頭5， 18-5， 19. でも 引用されてい

る重要な箇所である.

21) 拙論íCREDERE IN EUM 一『ヨハネ福音書講解� xxix， 6. における信論の 展

関-J11東京学芸大学紀要� 2-43， 1992.参照.
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22) 荻野弘之による先後関係は次の 通りである credere→inuocare→quaerere(→ 

inuenire→laudare) (íQUAERERE INVOCANSJ前掲 論 文集 p. 12) O'Donnell に

よる先後関係は次の 通りである praedicare → credere → inuocare; requirere/ 

quaerere→inuenire/laudare (op. cit. 11: Commentary 1992， p. 17.) 

23) í序曲」前掲書p. 167. 四人の 学者 の うちで， 岡野ははっきりとこ う述べている.

「アウグス ティヌス は， 神を呼び求めつつ尋ね求め， 信じつつ呼びもとめると述べ

ているが， こ れは， í尋ね求めるJ， í呼びもとめるJ， í信ずる」 という営みの緊密

な相互連関を示すと共に， 本文の 上からは， あくまでも信仰が探求の出 発点である

こ とを明らかにしていると解釈 できる. J (p. 168. ) 

24) í大いなるもの」前掲 論文集 p. 19. 
25) 1. Gibb and W. Montgomery， Cambridge， 1927; repr. New York， 1979: 

Augustine probably has in mind the objects of his own worship in his 

Manichaean days. 

26) 荻野弘之はルカ15章を背景に想定できるかもしれないと考える. íQUAERERE 

INVOCANSJ前掲 論文集 p. 16. 
27) 欧米での 諸訳を博俊したわ けではないが， John K. Ryan 訳(1960)は以下の 通

りであり， 私の 訳解に近い. Lord， let me seek you by cal1ing upon you， and let 

me call upon you by believing in you， (for you have been 'preached ωus.) 

アウグス ティヌス における現 在分調の 用 法 について， w詩編注解J] 104， 1. に注目す

べき用例があるこ とを中川純男から 教示された. そこ では， Alleluia の 意味=あな

たがたは神を誉め讃えよ(laudate Deum.)， と言われた 後で， こ う述べられている.

「それゆえに， こ う始められている. wあなたがたは主に告白 (confiteri)せよ. そ
して主の 名を呼び求め(inuoαre)よ. J] こ の 「告白 J(confessio)は讃美(laus)

として理解されるべ きである. たとえば・H・.. 実際， 讃美が先行して， 呼びかけ・

呼び求めが後続するの が慣わ しであり(Praemissa enim laude，__ inuocatio sequi 

竺let，)， その呼び求めの 所 に， 祈願者 はあこ がれをゆわ えるのである. だから， 主

の 祈りそれ自身もまた冒頭に手短かな讃美を持つの である. すなわ ち『天にましま

す我らの 父よ. J] 祈願される こ とがらがその 後に続く. だ から詩編の他の 箇所でも

こ う言われている. w神よ， 私たちはあなた に告白 するでしょう. 私たちは告白 す

るでしょう. そ してあなたの名を呼び求めるで しょう. J](詩74，2. )詩編の他の 筒

所では， もっと明瞭である. w私は主を讃美した 後 に(1audans)主を呼び求め る

(inuocare)でしょう. そ して私の 敵から救われるでしょう. J] (Laudans inuocabo 

Do minum， et ab inimicis meis saluus ero;) (詩17， 4.) J 


